24年 度 事 業 計 画
自 平成 24年 4月 1日
平成

至

平成 25年 3月 31日

は じめに
匹続審議 を経 て、
廃案 とな った平成 20年 の 自公政権法案、政権交代後 の民主党法案 の度重なる糸
お よそ 4年 かけて、 よ うや く 「労働者派遣法改正案 Jが 国会 で可決 された (平 成 24年 4月 6日 公
布 、 10月 1日 施行予定)。
登録型派遣 の原則禁 止 の削除、製造業派遣 の原則禁 止 の削除を含む大幅な修 正 によつて成 立 した
ことは、我 々 が正 しい理 解 を得 る活動 を継続 的に行 つた結果である。
また 、東 日本 大震災後 、厚 生労働 大 臣よ り官民一 体 とな った就労支援 の要請 を受 け、加盟各社 が
迅速・ 的確 な就業機会 の提供 に尽力 し、派遣事業 の機能 の理解 を得 られた ことによる成果 も大 きい
であろ う。 引き続 き官民一体 とな った復興 に寄与 してい くことが肝要 である。
しか しなが ら、 日雇 い派遣 の原則禁止 、雇用契約 のみな し制度 の実施 、 い わ ゆる 26業 務 と自由
化業務 の業務 区分 による派遣期 間制 限が裁量行政 による指導で左右 され る問題 な ど、かつ てない規
制強化 によ り、就業環境 に甚大な る影 響 を与 えかねない又 はすでに与 えてい る状況 は、未だ残 つて
い る。
改正 の成 立 を受 けて、加盟各社 へ の法改正 の周知 による コ ンプ ライア ンスの徹底 は当然 なが ら、
施行 まで の政省令 の作成及 び 附帯決議等 による積み残 し課題 に、必要 なエ ビデ ンス をもつて 関係者
の正 しい理解 に基づ いた冷静 な議論 が早期 にで きるよ う、さらには抜本的 な見直 しにもつ なが るよ
う積極 的な活動 を してい く。
加 えて、我 が 国 の雇用機会 の創 出を してい くためには、労働者 が 、個人 の希望 にあわせて働 き続
け られ るよ うに、マ ンチ ング・就業管理 を通 じたキ ャ リア形成支援が必要不可欠 である。我 々 はそ
の仕組み を構 築 し、派遣 とい う働 き方 を安心 して選 択 して もらえるよ う、早期実現 を 目指す。
現下 の厳 しい経済情勢 の 中であるか らこそ 、雇用機会 の創 出がいち早 くできる派遣業界 が社会 的
信頼性 ・健全性 を向上 し、業界 一 九 とな って 日本経 済 の再生 に貢献 してい く必要がある。
なお、会員 の事業運営が非常に厳 しい状況 にある ことか ら、24年 度 にお いて も、会費 は会 員 の
労働者派遣事業売 上 高 に 0.8を 乗 じた もの を基礎 に算定す る こととし、また、一般社 団法人へ の移
行 を機 に、事業 の執行 に当た つては、そ の 内容 を精査 し、効率化 に務 め、併せて予 算 の執行管理 を
強化 してい くが 、必要 な事業 につい ては、予算 の範 囲内で機動的な重点執行 に努 める。

平成 24年 度重点項 目
I.労 働者派遣法改正へ の対応
① 労働者派遣法改正に関 し周知する。 ②附帯決議等の早期実施を働きかける。
Ⅱ.派 遣労働者のキャ リア形成へ の支援
派遣労働者 が 自らの キャ リア形成 を考 えるに当た つて必要 とされ る支援 に 関 し調査研 究 をす る
とともに、必要な事業 を実施す る。

東 日本大震災の復興支援
引 き続 き被災地域 の就業機会 の創 出に尽力 し、東 日本大震災 の復興 に寄与す る。

法 人移 行 へ の対応

「一般社 団法人」へ の移行 を機 に協会運 営 の更なる適 正化 ・健全化 を推進す る。

具体的事業計画

1.派 遣事業運営支援事業
平成 23年 度末 に「労働者派遣法」の改正が可決 され、また平成 24年 度 にお いて は「労働契約法」
の改 正 も検討 され るな ど、人材派遣事業 を取 り巻 く環境 は大 き く変わろ うと してお り、自ず と人材
派遣サー ビスの在 り方 にも影響す る ことが考 え られ る。
こ うした環境変化 に適応す るために、これまで の「haken十 」な どの事 業 を再検討 し、よ り効果 的・
効率的な会員各社支援 を図 る。
なお、以下 の調 査研究は継続す る。

(1)「 人材派遣デ ー タブ ック 2012」 の発行
第 2四 半期 を 目処 に 「人材派遣デ ー タブ ック 2012Jを 発行す る。
内容 は、経年 比較 を重視す るとともに、ホームペ ー ジでのデ ジタルブ ック閲覧 な ど会員 の利
便性 を高 める。

(2)四 半期 「労働者派遣事業統計調 査 」 の実施
四半期毎 に調 査発表 をす る。 (5・

8・ 11・

2月 の発表 を予定)

2.派 遣労働者支援事業
(1)派 遣 ス タ ンフWebア ンケー ト
派遣 で働 く人達 の就業条件、満足度や希望す る働 き方等 の派遣就労 の実態や意識 について 、派
遣 ス タ ラフか ら直接デ ー タを収集 し、協会 の諸活動 のバ ックデ ータ とす る。また、社会 一般 に派
遣業界 の実態 の理解・ 認識 を高めてい ただ くた めに、Webで 公表す る(6回 目)。
経年変化観察 を維持 しつつ 、派遣 ス タ ッフのキ ャ リア形成支援 に関す る項 目の拡充な どを図 る。

(2)派 遣労働者支援 に関す る調査研究及び事業 の実施
派遣労働者 が 自らのキ ャ ジア形成 を考 えるに当た つて 、必要 とされ る支援 に関す る調査研究 を
実施す る とともに、次 の事業 を実施す る。
① 派遣労働者 のキ ャ リア形成支援 に関 して 、意 向調査・実態調査 な どを実施 し、必要 な支援策 を
研究す る。
② 「人材サー ビス産業協議会 (7月 発足予定)」 が取 り組むテ ーマの一つで ある 「マ ッチ ング・就
業管理 を通 じたキ ャ リア形成 の支援」 と連動 した調 査研究及び事業 を実施す る。 (具 体的な内容
は 「人材 サー ビス産業協議会」の事業計画 に準ず る)
③ 「ライ フスタイル に合 つた働 き方 のススメ」 に Q&A等 を追加す る。 また、資格取得支援等 に
ついての情報提供 を行 う。
④ 協会 モ デル 産体 ・ 育休取得 ガイ ドライ ン作成 に向けて、実態調査 を実施す る。

3.制 度改定推進事業
(1)労 働者派遣法改正へ の対応
今 国会 の審議状況 を硯み つつ 、以下 の対応 を計画す る。
① 労働者派遣法改 正 に関す る周知
派遣法改正の成 立 を受 けて、会員及びそ の他 のステー クホル ダー に対 して、そ の内容 を周知す
る。
② 附帯決議等 へ の対応
附帯決議 、特 に 「専門 26業 務適 正化 プラン」な どに関 して 、行政 とともに社会実情 に適応 し
た内容 とす るよ う検討す る。 これ に当た つて、実態調 査 な どを実施す る。

(2)有 期労働法制改 正 へ の対応
有期労働法制 の動 向を注視 し、必要 な対応 を検討 。実施す る。
(3)地 方 自治体 か らの個人住民税特別徴収 へ の切替要請対応
昨年 に引き続 き、地方 自治体 の動 きを注視 しつつ 、今後 の特別徴収 へ の対応 を検討 してい く。

4.セ

ミナー事業

(1)派 遣先対象 セ ミナ ー

(東 京他 計

5回 )

昨年度 に引き続 き派遣先 の人事担 当者等 を対象 に、派遣先 向けセ ミナ ー を開催す る。今年度 は、
派遣法改正の動 向に加 え、労働安 全衛 生法及 び 労働基準法、更 には労働災害にも関係す る職場で
の ライ ンケアをセ ミナー コ ンテ ンツに加 え、 よ リー層 の コンプ ライア ンスの 向上 と連 携 へ の協力
を仰 ぐこととす る。

(2)人 材育成 ナ レッジア ップセ ミナ ー
① セル フ メ ンテナ ンスセ ミナ ー (東 京他 計 7回 )
ス タンフフオ ロ

時 に必要 とされ るライ ンケア のポイ ン トを理解 し、実践力 を身 につ けるセ ミ

ナ ー を開催す る。 ※ トップマネ ジメン トセ ミナー と同 日開催 (午 後 )

② メ ンタル ヘ ルス推進担 当者養成講座 (東 京 )
派遣 ス タ ンフ及 び ス タ ッフフォ ロー を してい る派遣元担 当者 の メ ン タル ヘ ル ス ケア を充実 さ
せ る ことを 目的 として派遣業界 に特化 した 「メ ンタルヘ ル ス推進担 当者養成講座」 を開催す る。
参加者 は 50名 限定 とす る。

(3)ト ップマネ ジメン トセ ミナ ー

(東 京他 計

7回 )

労働者派遣法 に係 る最新 情報 を提供 し今後予想 され る動 向につい て考察す る とともに 、これ に
対応 した協会 の取 り組み を広 く周知す る。加 えて 、東京 。大阪では派遣業界で必要 となるテー マ
を絞 って事 例 を取 り上 げ、弁護 士等 によ り、事例 の問題点 と法的解釈 をもとに対応 と予防的観 ′
点
か らの講義 を行 う。 ※セル フメ ンテ ナ ンスセ ミナ ー と同 日開催 (年 前)

5.派 遣元責任者講習事業
昨年度 の派遣元責任者講習 では、地方都市 の受講者数減少 を始 め、全体的に減少傾 向 となった
ことか ら、
今年度 は一 開催 の規模 を さらに縮小す るとともに開催 回数 を 24回 とす る (資 料 6:P.32
参照)。
今 国会 で派遣法改正案 が成 立 した ことか ら、最新 の情報 を厚生労働省や各都道府県労働 局 と連
携 を とりなが ら入手 し、テキス トの改訂 を行 うとともに、改正内容 に応 じた講習 を実施 す る。
また、昨年度 は新規受講者 よ り再受講者 の割合 が上回つた ことか ら、派遣法・ 労働法 の知識 が
豊富な受講者 も混在す るため、「労働者派遣事業運営 の状況及 び派遣元責任者 の職務遂行上 の留
意点」 の講義 では 、 よ り具体的な事例 を多 く取 り入れ るが、一方、新規受講者 にもわか りやす く
紹介 してい く。
派遣元責任者講習 の集客 に注力す るために、引き続 き他 団体 と協力 して ジステ ィ ング広告 を実
施す る。

6.相 談

日支援事業

労働者派遣法や 関連法令及 び派遣事業 の運営 に関す る質問・相談 並び にキャ リア形成 に 関す る
相談につい て的確 な対応 をす るために相談 セ ンター を引き続 き運営す る。
質 問 。相談 につい ては、従来 どお り、当協会会員 であるか否 かにかかわ らず広 く受 け付 ける。
また、昼休みや夜 7時 まで対応す る。

7.Ciett(国 際人材派遣事業団体連合 )関 連活動 H事 業
(1)Ciett世 界大会 へ の参加
2012年 の Ciett世 界大会は、イギ リスの ロン ドンにて、5月 23〜 25日 に開催 され 、 当協会 か
ら長嶋副会長 、市ナ￨1顧 問が参加す る。

(2)第 7回 Ciett北 アジア地域会議 の 開催
KOSA(Korea HR Staffing Association)、 CAFST(China Association of Foreign Service Trades)

の 2協 会 との第 7回 北ア ジア Ciett地 域会議 を、 日本 がホス ト国 として、10月 26日 に東京で開
催す る。

(3)Ciett理 事会 へ の参加
今年 10月 、及 び来年 3月 に開催 され る予定 の理事会 に当協会 は、北ア ジア代表 として参加 す
る。

8.地 域協議会助成事業
人材派遣サー ビスの社会的価値 向上のため、地域社会 にお いて も人材派遣 の有用性 に関す る理
解促 進 を更に進 める。具体的には、地域協議会 の活動 を通 して 、地域 の報道機 関や労働組合等 と
の コ ミュニケー シ ョンを図 る とともに、地元 の国会議員や行政機 関 との連 携 を促進す る。
また 、当協会会員数 を拡大 させ ることで コンプ ライア ンス に忠実 な事業者 の育成・拡充 を図 る。
そ のため、新 たに関係 団体 と位置付 け られた各地域協議会 と協会 との連携 を一層強化 し、会長会
議 の実施 ・助成金 の提供 を行 う。

9.人 材サ ー ビス産業協議会の設立
公益社団法人全 国求人情報協会 、一般社 団法人 日本人材紹介事業協会 、一般社団法人 日本 生産
技能労務協会及 び 当協会 の 4団 体 は、昨年度 にま とめた 「共 同宣言」の 5つ の課題 に取組むため
の組織 、「人材サー ビス産業協議会」 を 2012年 7月 に設立す るため、「人材サ ー ビス産業協議会
設 立準備委員会」 においてその組織 、活動計画等 を策定す る。
協議会設 立後 は「2020年 の労働 市場 と人材サ ー ビス産業 の役割 (人 材 サー ビスの近未来 を考 え
る会 )Jが 掲げた 5つ のテ ーマの具体化 に向け、 プ ロジ ェク ト体制 を組み検討 してい く。

10.連 合提携事業
日本 労働組合総連合会 (連 合 )と 労働者派遣事業 につい て 定期 的な会合 を持 ち相互 の理解促 進
を図 りつつ 、派遣労働者 が安 心 して働 ける就業環境整備 に向け、改善努力す る。

11.協 会運営事業

(管 理費 )

平成 24年 度会費 の決定に当た つて、会員 の事業運営が厳 しい状況 にあることか ら、24年 度 に
つい て も会員 の労働者派遣事業売 上 高 に 0.8を 乗 じて算定す る。
協会予算 の執行 に当た つては、執行管理 を強化す る とともに、必要 な事業 については、予算 の
範 囲 内で機動的な重点執行 に努 める。
管理 費 につい ては、経常的経費 であるが、効率化 と縮減 に努 めるこ ととす る。

12.し ごと情報ネ ッ ト運営協議会 へ の参加
厚 生労働 省職業安定局 の 開催す る同協議会 に参加 し、「しごと情報ネ ッ ト」Web画 面 の改訂
作業 に協力す る。
以上

